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ＭａｐＦａｎ Ｗｅｂとは

おでかけを楽しく便利にサポートする、おでかけを楽しく便利にサポートする、おでかけを楽しく便利にサポートする、おでかけを楽しく便利にサポートする、
おでかけポータル「おでかけポータル「おでかけポータル「おでかけポータル「MapFan WebMapFan WebMapFan WebMapFan Web（マップファン・ウェブ）」（マップファン・ウェブ）」（マップファン・ウェブ）」（マップファン・ウェブ）」

日本全国の詳しい地図を検索できる「MapFan Web」。季節に応じた旬の観光情報やテレビ de み～た など
の“見て・探して楽しい”コンテンツと、旅のしおり、マイスポット集作成などの“使って・伝えて楽しい”プランニ
ング機能も充実。楽しく実用的なサービスでおでかけをサポートする「おでかけポータルサイト」です。

サイト名 MapFan Web

トップページＵＲＬ http://www.mapfan.com/

運営元 インクリメントＰ株式会社

総アクセス数 約5000万PV

ユニークユーザー数 250万UU

無料登録会員数 230万人

1997年にサービス開始。
無料登録会員数230万人・月間5000万ＰＶを誇る、
国内最大級の地図サービスです。

◆国内最大級の老舗地図サービス

◆信頼のルート検索機能

業界に先駆けていち早く「ルート検索」を無料公開。
ドライブや旅行好きの方々を中心に、絶大な信頼を
獲得しており、検索サイトでも上位表示される
人気コンテンツです。
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ユーザープロファイル

男女比 年齢

（自社調査）

男性男性男性男性 69% 女性女性女性女性 31%

18～～～～24歳歳歳歳 4%

25～～～～34歳歳歳歳 24%

35～～～～44歳歳歳歳 21%

45～～～～54歳歳歳歳 19%

55～～～～64歳歳歳歳 21%

65歳以上歳以上歳以上歳以上 11%
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※掲載メニューは全て期間保証となります。
※各メニューにおけるインプレッション数は、2014年9月現在の想定値です。実際の数値は変動する可能性がございます。
※掲載費は税抜きにて記載しております。
※お問い合わせ先及び、注意事項をP.12に記載しておりますので、併せてご確認ください。

広告メニュー 一覧

メニュー名 掲載ページ 掲載期間 想定imp
掲載費
（税抜）

詳細ページ

トップページ レギュラーバナー トップページ 4週間 2,000,000imp ￥250,000 P. 5

地図ページ レギュラーバナー
全国地図ページ
地図印刷ページ

4週間 5,000,000imp ￥750,000 P.6

全国 スーパーバナー
ルート検索結果ページ
全国住所一覧ページ
全国行政界ページ

4週間 6,000,000imp ￥1,300,000 P.7

地図ページ スクエアバナー 全国地図ページ 4週間 2,000,000imp ￥500,000 P.8

ルート検索入力ページ スーパーバナー ルート検索入力ページ 4週間 4,000,000imp ￥800,000 P.9

ルート検索結果ページ スーパーバナー ルート検索結果ページ 4週間 3,600,000imp ￥800,000 P.9

ルート検索ページセット
ルート検索入力ページ
ルート検索結果ページ

4週間 7,600,000imp ￥1,400,000 P.9

全国 スーパーバナーパック
ルート検索入力＆結果ページ
全国住所一覧ページ
全国行政界ページ

4週間 10,000,000imp ￥1,600,000 P.10
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トップページ レギュラーバナー

・トップページに掲載されるバナー広告とテキスト広告。
・サイトに来たお客様の一番先に目に入る箇所となるので、ブランディングにも効果的です。

▼トップページ バナー広告

メニュー詳細

掲載ページ トップページ

掲載期間 4週間

想定imp 2,000,000imp

掲載費（税抜） ￥250,000

枠数 1枠

入稿規定

サイズ(左右×天地) 468 × 60

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能バナー数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全
角70文字以内）。指定なき場合、バナー内の文
言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

ＡＤ
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地図ページ レギュラーバナー

・地図ページ＋地図印刷ページのセットメニュー。
・印刷ページの広告は、そのまま紙面へ印刷されるため、ポストインプレッション効果にも期待ができます。

メニュー詳細

掲載ページ
・地図ページ
・地図印刷ページ（縦・横）

掲載期間 4週間

想定imp 全国5,000,000imp

掲載費 ¥750,000

枠数 各1枠

入稿規定

サイズ(左右×天地) 468× 60

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能ﾊﾞﾅｰ数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全角70文字
以内）。指定なき場合、バナー内の文言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

【地図ページ】
【地図印刷ページ（横）】

【地図印刷ページ（縦）】

ＡＤ
ＡＤ

ＡＤ
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全国 スーパーバナー

メニュー詳細

掲載ページ
・行政界・観光楽地図ページ（※）
・住所一覧ページ（※）
・ルート検索結果ページ

掲載期間 4週間

想定インプレッション 全国6,000,000imp

掲載費 ¥1,300,000

枠数 各1枠

・行政界・観光楽地図ページ＋住所一覧ページ＋ルート検索結果ページのお得なセットメニュー。
・視認性の高いスーパーバナーサイズのため、高い広告効果が期待できます。

入稿規定

サイズ(左右×天地) 728 × 90

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能ﾊﾞﾅｰ数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全角70文字
以内）。指定なき場合、バナー内の文言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

【行政界・観光楽地図ページ】
【住所一覧ページ】

【ルート検索結果ページ】

ＡＤ ＡＤ ＡＤ
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ＡＤ

メニュー詳細

掲載ページ 地図ページ

掲載期間 4週間

想定imp
全国
2,000,000imp

掲載費 ¥500,000

枠数 1枠

地図ページ スクエアバナー

入稿規定

サイズ(左右×天地) 200 × 200

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能バナー数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全
角70文字以内）。指定なき場合、バナー内の
文言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

・メインコンテンツである地図ページへの掲載メニュー。
・地図ページはユーザー様の最終到達ページとなる場合が多いため、CTRにも期待ができます。

【地図ページ】
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メニュー詳細

掲載ページ ルート検索入力ページ

掲載期間 4週間

想定imp 4,000,000imp

掲載費（税抜） ￥800,000

枠数 1枠

ルート検索 入力ページ/結果ページ スーパーバナー

・当サイトの人気コンテンツ「ルート検索ページ」への掲載メニュー。
・自動車や、旅行に興味のあるユーザー様へのアプローチに最適です。

入稿規定

サイズ(左右×天地) 728 × 90

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能バナー数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全角70文字
以内）。指定なき場合、バナー内の文言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

メニュー詳細

掲載ページ ルート検索結果ページ

掲載期間 4週間

想定imp 3,600,000imp

掲載費（税抜） ￥800,000

枠数 1枠

▼ルート検索入力ページ

▼ルート検索結果ページ

★ルート検索セット割★

入力ページと結果ページ
をセットでお申込み頂いた場合

定価1,600,000円のところ

【1,400,000円（税抜）／4週間】
で掲載できます！

ＡＤ

ＡＤ
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全国スーパーバナーパック

メニュー詳細

掲載ページ

・行政界・観光楽地図ページ
・住所一覧ページ
・ルート検索入力ページ
・ルート検索結果ページ

掲載期間 4週間

想定imp 10,000,000imp

掲載費（税抜） ￥1,600,000

枠数 1枠限定

・サイト内の複数コンテンツに横断して掲載されるお得なメニューです。
・幅広いユーザー様へ訴求ができ、高いインプレッション効果が期待できます。

【行政界・観光楽地図ページ】

【住所一覧ページ】

【ルート検索結果ページ】【ルート検索入力ページ】

AD

AD

入稿規定

サイズ(左右×天地) 728 × 90

容量 60KB以内

ループ 可

同時入稿可能バナー数 3本

原稿差替 応相談

ファイル形式

GIF(アニメ可)/JPEG/FLASH

※GIF/JPEGの場合はALTタグの入稿必須（全角70文字以内）。指定な
き場合、バナー内の文言を利用いたします。
※FLASHの入稿規定はP.16をご確認ください。

AD

AD
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Ｆｌａｓｈバナー入稿規定

容量 60KB以内

ファイル形式 FLASHファイル（.swf）、代替gifおよび確認用のFLASH（.fla）

バージョン FLASH5以降 可

アニメーション 無限ループ可能

ALTテキスト 設定可（代替gifがある場合、設定不可）

リンク先 1箇所

バナー本数 各都道府県につき1本まで可

フォント 文字はアウトライン化

注意
・背景色の指定はレイヤーで指定（ムービープロパティでの背景色指定は無効となります）。
・個人情報の収集、クッキーの設定、音声は不可
・HPへのリンクはクリック後のアクション on(release) に限定

GetURL の設定

Flash 広告では、clickTAG 変数がサポートされている必要があります。
変数名は “clickTAG” (TAG は大文字で、click と TAG の間にスペースは入れません) に指定してください。
“click tag” や “Click Tag” などは無効です。clickTAG パラメータのコードは、次のようになります。

on (release) { 
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") { 
getURL(clickTAG, targetTAG); 
}

} 

このコードには広告のリンク先 URL を指定する必要はございません。clickTAG によって処理されます。
また、Flash 広告の構造によっては、上記の「clickTAG」の先頭に「_root.」または「_level0.」を追加する必要があります
(例: 「_root.clickTAG」、「_level0.clickTAG」)。

必要に応じて設定を変更できるよう、広告が掲載される前に、 広告をアカウントにアップロードして
正常に表示されるか確認することをお勧めします。

◆パブリッシュの設定
・FlatshPlayerのバージョンは、5以上で設定ください。
・Acton Scriptバージョンは、2以下で設定ください。

フレームレート 18 fps 以下

禁止事項
・タイムライン上での GetURL 使用の禁止
・外部ファイルの読み込みや外部サーバーとの通信、ユーザーのPC環境にアクセスするActionScript は使用禁止
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ご注意事項

本書記載のメニュー以外についても
弊社営業担当まで

お気軽にお問い合わせください。

・広告内容が公序良俗及び法律等に違反する場合、もしくは弊社が不適当と判断した場合は掲載いたしかねる場合が
ございますので予めご了承ください。

・掲載基準の詳細については、弊社担当窓口までお問い合わせください。

◆広告掲載基準について

・本書記載の広告メニューはすべて期間保証です。また、価格はすべて税抜きにて記載しております。
・インプレッション数は、2014年9月現在の想定値です。実際の数値とは差異が出る可能性がございます。

（インプレッション保証はしておりません）
・掲載開始日は平日任意です。

※弊社営業日に限ります。休日・祝日から掲載開始をご希望のお客様は別途ご相談ください。
・掲載開始時間は掲載開始日の0時、掲載終了時間は掲載終了日の24時となります。

※万一不具合等があった場合は、翌営業時刻より対応開始します。その間の不備につきましては、免責とさせていただきます。
・システムメンテナンス等により「MapFan Web」が停止した場合、広告掲載がされない場合がございます。

・予告なく、サイトデザインや広告メニューを変更する場合がございます。

◆広告メニューについて

◆お申込・ご入稿について

・お申込・ご入稿は弊社窓口までメールにてご連絡ください。
（※お申込後のキャンセルはできかねますのでご注意ください）

・ご入稿期限は 【掲載開始日の5営業日前の17時】 となります。

インクリメントＰ株式会社 「MapFan Web」広告 企画営業担当
〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎2階

TEL：044-223-1245 FAX：044-223-1394
E-mail：mapad@incrementp.co.jp

◆お問い合わせ先


